
第 1263 回例会 平成 25 年 6 月 26(水) 

<本日の例会プログラム> 

1. 点      鐘     

2．ロータリーソング 

『奉仕の理想』 

3．会長の時間      4．幹事報告   

5． 出席報告       6．ハッピーBOX披露 

7．委員会報告 

８会長・幹事退任の挨拶 

 次期会長・幹事より花束贈呈 

9．次週例会案内 

 ☆7 月 3 日（水） 

ガバナー公式訪問 

10．点鐘 

■第 1262 回の会長の時間  平成 25 年 6 月 19 日 

             ● 会長 村上實君 

皆さんこんにちは、

本日は第 1262 回の

例会です。 

先ずは本日のお客様

を紹介させて頂きま

す。現ガバナー補佐

の池田さん、次期ガ

バナー補佐の尾崎さ

ん、高鍋ＲＣ会長エレクトの石田さん、同じく高鍋

ＲＣの井上さんです。私の今日を入れて後 2 回とな

りました。先週は 9 クラブの会長･幹事会新旧交代

の会が行われました。無事に終わりまして、美味し

いお酒をいただいて参りました。週報に掲載されて

おりますが、その写真を見ていただくと現・次期 4

人の表情の違いがよく分かりますね、私と日高幹事

は非常に余裕のある様子がでており、次期のお二人

はやはりこれか頑張らんといかん！という畏まっ

た感じで立っておられます。今年度も 9 クラブ池田

ガバナー補佐を中心によくまとまった仲の良い年

度になりました。あと大きな行事として 29 日（土）

に 9 クラブの「親睦ゴルフ大会」がございますが、

これも 1 回目の会長幹事会の時に話が持ち上がり

第 1 回大会が行われなした。そこで佐土原が上位を

独占しましたものですから次回は佐土原が幹事

を・・となり行うことになりました。今回も佐土原

は 10 名参加します。佐土原は色んな事に対して非

常に協力的で、私としても大変助かりました。次年

度は少しゆっくりさせては頂きますが、恩返しの意

味も込めまして参加協力していきたいと思ってい

ます。あと少しですが最後まで気を引き締めて努め

て参りますので宜しくお願い致します。 

■幹事報告        ●幹事 日高邦孝君 

地区大会記録誌・Ｄ

ＶＤ送付の案内 

＊ 2013 年規定審議

会の決定報告書 

＊ 2013 年ＲＩ国際

大会登録者への案内 

＊ 6 月 29 日開催予

定の 9 クラブゴルフ懇親会の参加状況ですが

10 組 38 名となりました。組み合わせ表を来週

頭には各クラブへ送ります。 

■出席報告   ●出席委員長   原田宗忠君 

会員数     24 名 

出席免除会員   2 名 

本日の出席数  21 名 

出席率   95.45％        

修正～率  90・4％ 

欠席数      4 名 

メイク届     1 名 

正岡君・林 厚君 

高山君 

 
■ ハッピーBOX 披露 ♪  ●長倉祐一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

●尾崎敏弘ガバナー補佐～宜しくお願いします。 

●田邉揮一朗君～お菓子を家にもって帰ったら 2

歳の娘が大喜びでした。有り難うございました。こ

れからも家族を大切にしていきます。 

＜財団へ＞ 

● 岩切正司～これでやっと 8.000 ドルになりまし

た。もう少しがんばろう！ 
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■ 池田豊茂ガバナー補佐挨拶 

今年のガバナー補佐

は色々な意味で大変

だったなぁというの

が感想であります。私

自身も体調を壊して

しまい思うようにク

ラブ訪問が出来ませ

んでした。突如ＶＴＴも持ち上がりましてその件で

バタバタとしております。皆様には十分なことが出

来ずに申し訳御座いませんでした。次年度は尾崎ガ

バナー補佐への協力をしていきたいと考えており

ます。佐土原は来るといつも楽しい雰囲気でとても

いいなぁと思っています。次年度はメイクに来させ

て頂きますので又そのときは宜しくお願い致しま

す。    

■ 会長エレクト挨拶会長エレクト ●宮原健樹君 

池田ガバナー補佐、1

年間ご苦労様でした。

色々有り難うござい

ました。尾崎次期ガ

バナー補佐どうぞ 1

年間宜しくお願い致

します。高鍋ＲＣ会

長エレクトの石田さ

んもようこそいらっしゃいました。7 月第 1 週が公

式訪問と言うことで初めて前年度会長の時にガバ

ナー補佐出席のクラブ協議会を行うと言うのはた

しか初めてで勝手の悪い感じがします最初の挨拶

と言うことですが、ＣＬＰを導入した活性化された

クラブと謳っています組織としては2007～2008年

にＣＬＰ導入しております。委員会に関しては 1 年

ごとに変えていました、しかし今年度委員会構成は

変えずにそのまま継続して行きますので基本的に

は前年度達成しなかった委員会は確実に達成させ

ると言うことに重点をおいて活動して頂きたいと

思います。委員会活動の環境を整えるのが 1 番の私

の仕事だと思っております。各委員会の状況を見な

がら皆様へ協力のお願いをして行こうと思ってお

りますので 1 年間よろしくお願い致します。簡単で

はございますがこれで終わります。 

■ 尾崎 敏弘次期ガバナー補佐挨拶 

非常に緊張しており

ます・・何故かと申し

ますと、ガバナー補佐

経験者が横に居られ

ます。そして池田ガバ

ナー補佐も前に居ら

れます。しかしまぁ慣

れないという事は非

常に良いことだと思っておりますので本日は 30 分

ほど喋らせてもらおうかと思っていますが、何せ私

も高齢者でございますからどこまで頭に入ってお

るのか心配でございます。私自身の事を申し上げま

すとロータリー暦 12，3 年でして、そういう事です

からまさかこう言う事になるとは思いませんでし

た。タバコ屋でしたから、禁煙･禁煙の世の中にな

り、タバコも誰も買わなくなり（笑） 

店を閉めたのですがその時にロータリーも辞めて

おればこんな事にはならなかったのですよね（笑） 

ガバナー公式訪問の 3 週間前には「活動計画書」と

「週報 4 週分」を提出しなければならないとありま

すがきちんと送られてきました。大変立派なもので、

内容を見ますと非常に活動的なクラブの特徴がよ

く分かりました。週報もカラフルで内容も素晴らし

いものでした。「中略」そういう伝統がどこから生

まれたのかと調べてみましたが様々な活動を伝統

的に行われていますね。社会奉仕活動に関しても活

発に行われていまして素晴らしいなと改めて思っ

ています。30 周年に向けて会員数 30 名目標との事

ですが、私も宣伝して協力して参りたいと思います。 

■ 幹事の職務方針        原田 宗忠君 

詳細につきまして

は報告書に掲載し

てありますが、先ほ

ど漢字の襷の文字

を見ましたら、ｾｷｭﾚ

ﾀﾘｰと書いてありま

すね、「秘書」とい

う意味ですから、あ

くまでも宮原会長の方針を理解しそれを補佐して

行きたいと思っております。幹事としては「幹事の

役割」を勉強しよく理解をして皆様方の活動がスム

ーズに行われるよう縁の下の力持ちとして 1 年間

頑張りますので宜しくお願い致します。 

■ クラブ管理運営委員長    梶田 與之助君 

池田ガバナー補佐 1

年間大変お疲れ様で

した。次年度尾崎ガ

バナー補佐本当にお

めでとうございまし

た。1 年間頑張って

下さい。クラブ奉仕

はクラブの機能を充

実させる為に会員が

取るべき行動に関るものであります。我がクラブは

ＣＬＰに則って細則の変更により委員会を 4 つ統

合していたのがクラブ管理委員会であります。出席、

親睦、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ各委員会と密に連携しながら宮原年

度は微力ながら頑張りたいと思います。活動計画詳

細は報告書をよく読まれ理解して活動に励んで頂

きたいと思いまのでよろしく協力のほどお願い致

します。 

 



■ 広報委員長          藤堂 孝一君 

クラブﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ週報に

関しましては 2730 地

区と連動させなるべく

経費のかからない運営

を行いたいと考えてお

ります。ホームペー

ジ・週報の活発な掲

載・更新・内容の充実化を通して内外へのアピール

をするのが広報委員会としての役割かと思います

ので次年度も引き続き頑張って行きますのでご協

力をお願い致します。 

■ 会員増強委員長        太田 忍君 

次年度は活発な活動

をして目標達成をす

る為の具体的な活動

計画書に変更しまし

た。「中略」毎月 1 回

例会後の時間を利用

して、グループ毎に新

会員候補者の報告会

を行いたいと考えましたのでご協力を是非お願い

致します。 

■ ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長       郡司 武俊君 

活動計画につきまし

ては先週の週報にも

ちゃんと掲載してお

ります。地区補助金事

業計画も引き続き申

請し続行出来るよう

活動して参ります。ク

ラブから 1 人でも多くのＰＨＦの達成者が出る為

の働きかけも続行して行きたいと考えております

のでご協力お願い致します。 

■ 奉仕プロジェクト委

員長  田邊輝一郎君 

昨年度に引き続き奉仕

プロジェクト委員会の

委員長を務めさせてい

ただきます。 

一年目の年は何もわか

らなく勤めていました

が今年は頑張りたいと

思います、昨年に引き続きバレーボール杯の開催を

計画します、また地元の高校、中学校の生徒との交

流を計画します出前講座の実施。いろいろみなさん

の協力をお願いいたします。 

■ 総括         尾崎敏弘ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

各委員会の活動計画を聴かせて頂きましたが 

「山椒は小粒でもキリリとする」と言う風に受け止

めさせて頂きました。次年度は宮原会長を中心にま

た 1 年間頑張って下さい。    

  

村上会長にたすきをかけてあげる次期宮原会長 

 

   メークアップの紹介です 

  

高鍋ＲＣ 井上博功君     石田嘉克君 

 

横浜の戸塚ＲＣクラブとのバナー交換の荒武会員 

 

4 つのテスト『言行はこれに照らしてから』 

１. 真実かどうか 

２. みんなに公平か 

３. 好意と友情を深めるか 

４. みんなのためになるかどうか 


